
地域連携活動支援事業（１次助成：総括表）

件数 金額（千円）

83     366,215     

（1）配食や買い物、移動支援、見守り、居場所づくり、心のケアなどにより、高齢者・障害者などの社会から
の孤立を防止する事業

49         218,785            

（2）障害の特性に応じた日常生活及び社会生活の支援に関する事業 4           22,814              

（3）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業 2           7,361                 

（4）虐待や消費者被害の防止、障害の有無による分け隔てのない共生社会の実現、成年後見等高齢者・障害者
の権利擁護に関する事業

3           8,424                 

（5）病院や施設を退院・退所する高齢者や障害者の在宅・地域移行支援事業 6           26,324              

（6）成育過程において支援を受けられなかった発達障害者（成人）に対する支援事業 -            -                         

（7）引きこもり青年や軽度の発達障害者等の自立生活に向けた就労前の支援に関する事業 9           34,415              

（8）認知症（若年性認知症を含む）の者と家族の支援に関する事業 9           46,202              

（9）難病や終末期医療等の重度な状態にある者とその家族の支援に関する事業 1           1,890                 

（10）たんの吸引等医療的ケアの必要な障害児・者とその家族の支援に関する事業 -            -                         

（11）障害者の芸術やスポーツ等の文化的活動を通じた社会参加を促進する事業 -            -                         

23     74,524       

（12）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業 13         38,548              

（13）児童虐待・ＤＶ等の防止、早期発見、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業 8           25,925              

（14）病院・児童養護施設等を退院・退所した子どもへの支援に関する事業 2           10,051              

30     151,007     

（15）生活困窮者に寄り添いながら、自立に向けた包括的・継続的な支援を行う事業 17         97,807              

（16）生活困窮に陥った若者のステージに応じた多様な就労支援、自立生活の支援に関する事業 5           20,528              

（17）ひとり親家庭などの生活困窮世帯の養育の支援や子どもの学習支援に関する事業 8           32,672              

（18）薬物・アルコール依存症者への社会復帰支援事業 -            -                         

2       8,347          

（19）福祉・介護従事者の資質の向上、定着支援及び福祉・介護分野への人材の参入促進等に関する事業 -            -                         

（20）多様化する福祉課題に対して総合的な相談や支援ができる福祉人材の育成に関する事業 -            -                         

（21）災害時における福祉支援を担う人材の育成に係る研修・訓練に関する事業 1           4,813                 

（22）情報交換や相互交流等の機会を通じた全国的なボランティア活動の振興に関する事業 1           3,534                 

138   600,093     

平成２６年度　社会福祉振興助成事業（１次助成）　助成決定一覧

1　高齢者や障害児・者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業

助成テーマ

計

2　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業

3　貧困・格差対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業

4　福祉・介護従事者等の確保・育成に関する事業
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１　高齢者や障害児・者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

北海道 特定非営利活動法人ふれあいインさろま 一人でも楽しい安心くらし、自然な見守り構築事業 4,750

北海道 黄色いエプロンの会 大規模団地見守り体制の質的・量的強化事業 2,902

北海道 特定非営利活動法人ライフサポート絆 高齢者生きがいづくり地域発展モデル事業 4,632

北海道 特定非営利活動法人ＹＵ～Ｋｉ倶楽部 高齢者・障害者安心居場所づくり事業 5,522

北海道 特定非営利活動法人帯広高齢者支援協会 高齢者見守りサービスの地域連携の強化事業 6,925

宮城県 一般社団法人ＷＡＴＡＬＩＳ 生きがい創出型手しごとワークショップ事業 5,406

福島県 特定非営利活動法人ＮＰＯほうらい 仮設住宅孤立解消プロジェクト事業 7,000

福島県 特定非営利活動法人川内村ＮＰＯ協働センター 川内村復興再生生活支援および交流事業 4,753

茨城県 特定非営利活動法人認知症ケア研究所 ほっとカフェ－地域のお年寄りと子どもの集い－事業 3,000

栃木県 特定非営利活動法人栃木県中途失聴・難聴者協会 難聴者の意思疎通手段の相談と学習普及事業 3,078

埼玉県 特定非営利活動法人ふれあいねっと 高齢者の生活支援、健康管理及び交流促進事業 4,049

埼玉県 特定非営利活動法人東上まちづくりフォーラム 高齢者支え合い・交流サロンハッピー事業 2,442

千葉県 認定特定非営利活動法人たすけあいの会ふれあいネットまつど コミュニティカフェのある街づくりプロジェクト事業 7,000

千葉県 特定非営利活動法人ココＣＯＬＯＲねっと 市民助け合いネット事業 2,727

千葉県 高齢者と子育て世代を絵本で繋ぐ会 異世代交流の為の絵本サロン運営事業 2,455

千葉県 特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 多様な人々をつなぎ活かす交流拠点事業 6,735

東京都 特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ 被災者支援・無料法律相談事業 3,420

東京都 公益社団法人日本てんかん協会 てんかんへのスティグマを解明し地域の理解を推進する事業 6,637

東京都 特定非営利活動法人シニアＳＯＨＯ普及サロン・三鷹 聞き書きで創る高齢者が孤立しない未来事業 6,520

東京都 特定非営利活動法人東京ひととなり支援協会 対話で作る自己表現、孤立と認知症予防事業 4,678

東京都 社会福祉法人善光会 農業活用型社会福祉法人地域貢献モデル事業 5,484

東京都 特定非営利活動法人職業能力開発支援機構 障がい者ＩＣＴセンター（ユビキタス）事業 5,244

東京都 ＮＰＯ法人あんしんシニアサポート 高齢者の孤立化を防ぎ終活を推進する事業 3,930

東京都 社会福祉法人ドリームヴイ 高齢者の孤立化を防ぐ支援事業 7,000

神奈川県 公益社団法人神奈川県聴覚障害者協会 要支援聴覚障害者の孤立防止・自立支援事業 6,929

神奈川県 社会福祉法人いきいき福祉会 団地での住民参加型組織形成と生活支援事業 5,204

石川県 特定非営利活動法人施無畏 いちごハウスのすまいる生産事業 6,938

石川県 特定非営利活動法人世代間交流サロン・オアシス ご用聞き電話サロンで孤立を防止する事業 1,736

石川県 特定非営利活動法人クラブパレット コミュニティカフェ拠点イドバタ元気事業 4,927

静岡県 特定非営利活動法人夢楽団・自然体験基地 じじ・ばばと作ろう！竹のおもちゃ教室事業 2,208

静岡県 一般社団法人ブリッジハートセンター東海 ＨＩＶへの理解と当事者の居場所作り事業 6,000

愛知県 特定非営利活動法人楽笑 市民協働による地域共生型サロン構築事業 2,011

愛知県 特定非営利活動法人セカンドハーベスト名古屋 食でつなげる高齢者コミュニティー支援事業 4,529

愛知県 特定非営利活動法人しんしろドリーム荘 傾聴による高齢者の結の生きがいづくり事業 5,600

大阪府 特定非営利活動法人出発のなかまの会 空家を利用した食と農のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 2,032

大阪府 特定非営利活動法人ＮＰＯかんなびの丘 高齢者サービス一元化事業 4,751

大阪府 特定非営利活動法人オーシャンゲート　ジャパン 孤立を防ぎ、元気を回復する海洋体験事業 2,200

和歌山県 特定非営利活動法人つれもてネット南紀熊野 過疎地域に住む高齢者の孤立化防止支援事業 6,747

広島県 広島県プラチナ世代支援協議会 プラチナ世代の社会参画促進事業 1,386

香川県 ジョイフル 子育て団体が応援する障害者居場所作り事業 6,103

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪地域連携活動支援事業≫

（1）配食や買い物、移動支援、見守り、居場所づくり、心のケアなどにより、高齢者・障害者などの社会からの孤立を防止する事業
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１　高齢者や障害児・者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪地域連携活動支援事業≫

愛媛県 縁側プロジェクト 高齢者の潜在能力を地域に活かす事業 2,965

高知県 ＮＰＯ芸農人 廃校を利用した常設コミュ二ティカフェ事業 2,828

福岡県 社会福祉法人寺子屋工房 高齢者等日常生活支援総合事業 5,017

福岡県 特定非営利活動法人障がい者より良い暮らしネット 障害者の社会参加と宿泊体験事業 3,233

佐賀県 特定非営利活動法人ベネッセの会 住み慣れた地域で共に生きる外出支援事業 2,659

大分県 特定非営利活動法人おおいたＮＰＯデザインセンター おおいたコミュニティハウス創造事業 2,650

鹿児島県 特定非営利活動法人Ｌかごしま 市民が主役の街づくりモデルケース構築事業 3,877

鹿児島県 社会福祉法人栄光会 隅っこ高齢者元気わくわく支援事業 3,316

鹿児島県 特定非営利活動法人ＮＰＯエキスパートバンク 孤立を防ぐワンストップサロンの運営事業 6,650

東京都 社会福祉法人愛成会 障害者芸術がつなぐ共生社会の推進事業 6,946

東京都 特定非営利活動法人ヒーライトねっと 通過型活用の地域移行地域定着実践研修事業 6,877

愛知県 社会福祉法人くるみ会 障がい者のライフサイクル就労支援事業 6,272

三重県 公益財団法人反差別・人権研究所みえ 東海北陸バリアフリー市民交流集会事業 2,719

東京都 一般社団法人南アルプス市活性化委員会 南アルプス市遊休地活用障害者就労支援事業 5,261

大阪府 特定非営利活動法人あとからゆっくり 就労に課題を抱える人の地域仕事づくり事業 2,100

京都府 特定非営利活動法人ユニバーサル・ケア コールセンター方式による成年後見普及事業 5,315

奈良県 特定非営利活動法人吉野コスモス会 障がいに対する周知啓発活動事業 500

福岡県 福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会 地域で暮らす障害者の権利擁護に関する啓発事業 2,609

長野県 長野こども療育推進サークルゆうテラス 長野県小児在宅療育支援ネットワーク事業 1,050

愛知県 特定非営利活動法人ミーネット 高齢がん患者の在宅移行ピアサポート事業 6,797

大阪府 特定非営利活動法人エスビューロー 小児がん拠点病院でのセラピー的諸活動事業 4,320

大阪府 特定非営利活動法人ユニバーサルデザイン推進協会 福祉住環境サミット開催事業 3,900

岡山県 特定非営利活動法人おかやま入居支援センター 広域的入居支援ネットワーク構築事業 3,860

熊本県 特定非営利活動法人くまもと疾病管理サポートセンター 「私の健康図書館」を活用した在宅療養支援事業 6,397

（5）病院や施設を退院・退所する高齢者や障害者の在宅・地域移行支援事業

（4）虐待や消費者被害の防止、障害の有無による分け隔てのない共生社会の実現、成年後見等高齢者・障害者の権利擁護に関する事業

（3）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

（2）障害の特性に応じた日常生活及び社会生活の支援に関する事業
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１　高齢者や障害児・者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪地域連携活動支援事業≫

北海道
特定非営利活動法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワー
ク

北海道ひきこもり居場所支援プログラム開発事業 2,600

岩手県 特定非営利活動法人みやこ自立サポートセンター 東日本大震災被災弱者支援事業 6,430

岩手県 特定非営利活動法人もりおかユースポート ひきこもり者とその家族への包括的支援事業 6,464

山形県 特定非営利活動法人東北青少年自立援助センター 農業を起点とする若者等の能と職創出事業 4,130

茨城県 特定非営利活動法人若年者社会参加支援普及協会アストリンク いばらき合同相談会事業 1,337

徳島県 特定非営利活動法人みよしサポート協会ぴあぞら 地域連携不登校・ひきこもり支援事業 572

福岡県 福岡「楠の会」 ひきこもりの中間的就労支援事業 3,589

熊本県 特定非営利活動法人くまもと学習支援ネットワーク 不登校・ひきこもり等の社会復帰支援事業 5,930

鹿児島県 特定非営利活動法人こどもサポート鹿児島 子ども・若者社会参加サポート事業 3,363

北海道 特定非営利活動法人きらっと・光星 地域サロンを核にした認知症支援事業 6,695

栃木県 特定非営利活動法人のぞみ会 認知症の人が安心して暮らせる地域創り事業 6,020

東京都 特定非営利活動法人シニアＳＯＨＯ世田谷 高齢者認知症予防のためのｉＰａｄ教室事業 3,784

東京都 社会福祉法人浴風会 都市型地域連携コミュニティCaf モデル事業 2,963

東京都 特定非営利活動法人地域認知症サポートブリッジ 認知症の人が働けるコミュニティカフェ事業 6,728

愛知県 ＮＰＯ法人てとりん 市民と専門家の連携型　認知症介護支援事業 3,753

香川県 特定非営利活動法人転倒予防を考える会 参加がし易くなる認知症家族会運営事業 3,274

鹿児島県 特定非営利活動法人市民後見人の会えらぶ 南三島の認知症者を地域ぐるみで見守る事業 7,000

鹿児島県 特定非営利活動法人残していきたいかごっま弁 かごっま弁劇団が広げる認知症者支援の輪事業 5,985

京都府 特定非営利活動法人パーキンソン病支援センター 難病患者、介護者の孤立防止への交流機会創出事業 1,890

（9）難病や終末期医療等の重度な状態にある者とその家族の支援に関する事業

（8）認知症（若年性認知症を含む）の者と家族の支援に関する事業

（7）引きこもり青年や軽度の発達障害者等の自立生活に向けた就労前の支援に関する事業
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２　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

岩手県 認定ＮＰＯ法人いわて子育てネット 親子運動遊びで元気な笑顔復興支援事業 3,182

福島県 特定非営利活動法人みんなのひろば キンボールで元気アップ福島２０１４事業 1,300

千葉県 特定非営利活動法人ちはら台キッズネット 子育て支援のための子どもルーム事業 500

東京都 一般社団法人グリーフサポートせたがや 死別・離別を経験した子供と大人の支援事業 3,875

東京都 特定非営利活動法人フリースクール全国ネットワーク 不登校の居場所ネットワークによる啓発事業 958

東京都 特定非営利活動法人こどもプロジェクト 福島からの母子の安心生活環境づくり事業 6,657

静岡県 特定非営利活動法人地域づくりサポートネット 被災地児童のびのび・わくわく体験事業 4,987

静岡県 特定非営利活動法人ころころねっと浜松 次世代子育て支援リーダー育成事業 790

岡山県 特定非営利活動法人赤磐子どもＮＰＯセンター 子どもいきいき応援事業”2014”事業 4,389

岡山県 よりはぐプロジェクト 東日本大震災避難者を含む子育て支援事業 4,325

福岡県 震災支援グループ　「光と風」 第３回福岡親子保養合宿事業 1,900

福岡県 特定非営利活動法人男女・子育て環境改善研究所 子どもと家族と地域の命を守る減災防災事業 2,417

熊本県 特定非営利活動法人しぜん　あそ・まな・くらぶ 青少年が考えるスマホ安心活用事業 3,268

東京都
特定非営利活動法人東京コミュニティミッドワイフ活動推進協
議会

産後の早期訪問でママに安心をプラス事業 4,688

新潟県 特定非営利活動法人子ども・人権ネット 若年妊娠による虐待予防・啓発継続発展事業 1,735

新潟県 はっぴぃ　ｍａｍａ応援団 専門職による産後ケア事業 2,297

愛知県 知多市の子育て支援ネットワーク推進連絡会 虐待を予防する親支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発事業 6,650

京都府 特定非営利活動法人いんふぁんとｒｏｏｍさくらんぼ 虐待ハイリスクな母親への発見＆支援事業 3,649

大阪府 子育て支援「Ｐａｍｏｊａ」 前向き子育てプロジェクト事業 1,706

鹿児島県 特定非営利活動法人チャレンジドサポート奄美 離島における発達障害児絆ネイチャー事業 2,987

鹿児島県 特定非営利活動法人親子ネットワークがじゅまるの家 子育てサポートボランティア養成講座事業 2,213

岡山県 特定非営利活動法人子どもシェルターモモ 児童養護施設退所児童のアフターケア事業 3,330

愛媛県 特定非営利活動法人ラ・ファミリエ 小児慢性疾患児（者）自立支援事業 6,721

（12）安心・安全な子育ての環境づくりを支援する事業

（13）児童虐待・ＤＶ等の防止、早期発見、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業

（14）病院・児童養護施設等を退院・退所した子どもへの支援に関する事業

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪地域連携活動支援事業≫
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３　貧困・格差対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

北海道 特定非営利活動法人地域健康づくり支援会ワンツースリー 困窮者と高齢者の自立を促す介護予防教室事業 7,000

岩手県 一般社団法人ＳＡＶＥ　ＩＷＡＴＥ 食のセーフティネットによる困窮者支援事業 5,987

茨城県 特定非営利活動法人茨城ＮＰＯセンター・コモンズ 茨城のセーフティネットを支える社会資源リスト作成事業 3,000

栃木県 特定非営利活動法人とちぎボランティアネットワーク フードバンクを入口とした困窮者支援事業 1,925

東京都 特定非営利活動法人さんきゅうハウス 生活困窮者支援三多摩フードバンク事業 7,000

東京都 「つながる総合相談ネットワーク東京」 様々な生活困難を解決するワンストップ相談事業 4,756

東京都
特定非営利活動法人ＡＳＩＡＮ　ＰＥＯＰＬＥ’Ｓ　ＦＲＩＥ
ＮＤＳＨＩＰ　ＳＯＣＩＥＴＹ

多文化家族の自立に向けた包括的支援事業 2,776

石川県 特定非営利活動法人阿羅漢 「温泉場まんだら支援」貧困家庭総合福祉事業 7,000

石川県 特定非営利活動法人金沢あすなろ会 貧困･格差対策等社会的支援を行う事業 6,995

岐阜県 特定非営利活動法人ぎふＮＰＯセンター 生活困窮者のための社会的居場所づくり事業 6,576

静岡県 特定非営利活動法人フードバンクふじのくに フードバンク活動を利用した食のセーフティーネット事業 5,857

大阪府 一般社団法人ヒューマンワークアソシエーション 生活困窮者を対象とした就労的自立を支援する事業 6,880

大阪府 特定非営利活動法人Ｈｏｍｅｄｏｏｒ 生活困窮者の就労に向けた伴走型支援事業 5,667

徳島県 新しい自立化支援塾 ハーブによる中間的就労と地域づくり事業 7,000

福岡県 社会福祉法人グリーンコープ 生活困窮者の就労準備支援及び就労支援事業 6,974

鹿児島県 特定非営利活動法人ヒューマンネットワーク 生活困窮者に対する避難的住居の提供と就労支援事業 7,000

熊本県 ＮＰＯ法人熊本どんぐり 刑余者の社会復帰を支援する事業 5,414

愛知県 一般社団法人東三河セーフティネット 産官民連携による就労準備支援事業 6,997

愛知県 特定非営利活動法人安城まちの学校 働く力を学ぶ畑の学校　２０１４事業 1,859

京都府 一般社団法人京都歩粋社 打ち水響（京）屋「就労支援委員会」事業 3,478

大阪府 特定非営利活動法人みらいず 大阪府の高等学校中途退学者予防支援事業 3,197

高知県 特定非営利活動法人高知ヘルプデスク 性的少数者のためのＤＶシェルター運営事業 4,997

千葉県 特定非営利活動法人パラリンピックキャラバン 『マンボウキッズ』プロジェクト事業 7,000

東京都 子どもの未来を考える会 教育格差問題の地域連携構築と寺子屋モデル事業 1,565

京都府 社会福祉法人京都保育センター 学習支援・余暇・居場所づくり事業 671

京都府 特定非営利活動法人よのなか塾 学び直しで新たな可能性を切り開く事業 5,433

大阪府 一般社団法人ヒューマンワークアソシエーション 経済的困難な世帯への学習と就労支援事業 6,023

広島県 特定非営利活動法人みよし子育て・学び支援あすなろ 子どもの社会的居場所づくりと学力支援事業 1,598

長崎県 一般社団法人ドリーム　カム　ホーム 困窮世帯生徒の学習・居場所・啓発活動事業 5,011

大分県 一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱす 生活困窮世帯の子どもの学習支援および養育・生活支援事業 5,371

（17）ひとり親家庭などの生活困窮世帯の養育の支援や子どもの学習支援に関する事業

（16）生活困窮に陥った若者のステージに応じた多様な就労支援、自立生活の支援に関する事業

（15）生活困窮者に寄り添いながら、自立に向けた包括的・継続的な支援を行う事業

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪地域連携活動支援事業≫

6/12



４　福祉・介護従事者等の確保・育成に関する事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

東京都
特定非営利活動法人ボランティア・市民活動学習推進センター
いたばし

災害時要援護者対策に係る地域人材育成事業 4,813

東京都 特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 全国ボランティアコーディネーター研究集会事業 3,534

（21）災害時における福祉支援を担う人材の育成に係る研修・訓練に関する事業

（22）情報交換や相互交流等の機会を通じた全国的なボランティア活動の振興に関する事業

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪地域連携活動支援事業≫
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地域連携活動支援事業（２次助成：総括表）

件数 金額（千円）

32     79,420       

（1）配食や買い物、移動支援、見守り、居場所づくり、心のケアなどにより、高齢者・障害者などの社会から
の孤立を防止する事業

21         48,751              

（2）障害の特性に応じた日常生活及び社会生活の支援に関する事業 -            -                         

（3）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業 -            -                         

（4）虐待や消費者被害の防止、障害の有無による分け隔てのない共生社会の実現、成年後見等高齢者・障害者
の権利擁護に関する事業

-            -                         

（5）病院や施設を退院・退所する高齢者や障害者の在宅・地域移行支援事業 3           12,806              

（6）成育過程において支援を受けられなかった発達障害者（成人）に対する支援事業 -            -                         

（7）引きこもり青年や軽度の発達障害者等の自立生活に向けた就労前の支援に関する事業 -            -                         

（8）認知症（若年性認知症を含む）の者と家族の支援に関する事業 8           17,863              

（9）難病や終末期医療等の重度な状態にある者とその家族の支援に関する事業 -            -                         

（10）たんの吸引等医療的ケアの必要な障害児・者とその家族の支援に関する事業 -            -                         

（11）障害者の芸術やスポーツ等の文化的活動を通じた社会参加を促進する事業 -            -                         

7       17,790       

（12）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業 2           3,773                 

（13）児童虐待・ＤＶ等の防止、早期発見、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業 3           9,307                 

（14）病院・児童養護施設等を退院・退所した子どもへの支援に関する事業 2           4,710                 

16     53,199       

（15）生活困窮者に寄り添いながら、自立に向けた包括的・継続的な支援を行う事業 7           17,475              

（16）生活困窮に陥った若者のステージに応じた多様な就労支援、自立生活の支援に関する事業 3           11,344              

（17）ひとり親家庭などの生活困窮世帯の養育の支援や子どもの学習支援に関する事業 6           24,380              

（18）薬物・アルコール依存症者への社会復帰支援事業 -            -                         

-        -                  

（19）福祉・介護従事者の資質の向上、定着支援及び福祉・介護分野への人材の参入促進等に関する事業 -            -                         

（20）多様化する福祉課題に対して総合的な相談や支援ができる福祉人材の育成に関する事業 -            -                         

（21）災害時における福祉支援を担う人材の育成に係る研修・訓練に関する事業 -            -                         

（22）情報交換や相互交流等の機会を通じた全国的なボランティア活動の振興に関する事業 -            -                         

55     150,409     

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（２次助成）

1　高齢者や障害児・者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業

助成テーマ

計

2　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業

3　貧困・格差対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業

4　福祉・介護従事者等の確保・育成に関する事業
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１　高齢者や障害児・者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

北海道 特定非営利活動法人シーズネット 独居要支援者への配食・共食・調理支援事業 4,354

北海道 特定非営利活動法人耳をすませば 支え合いで「孤立から独立へ」地域創造事業 3,254

宮城県 ＮＰＯ和の音ＷＡ－ＫＵ 子どもによる高齢者訪問音楽隊育成派遣事業 822

福島県 特定非営利活動法人シャローム 写真ワークショップ&コンサート事業 2,102

東京都 社会福祉法人巣立ち会 精神疾患を持つ高校生への早期支援事業 3,700

東京都 特定非営利活動法人在宅介護支援さくら会 ＡＬＳ・ＩＬＰの手法の実現性を探る事業 4,509

石川県 特定非営利活動法人クラブぽっと 地域に住む学生を活用した高齢者居場所・役割づくり事業 912

山梨県 特定非営利活動法人バーチャル工房やまなし ＩＣＴによる高齢者・障害者の孤立防止事業 1,810

長野県 長野失語症友の会 失語症者が安心して暮らす地域づくり事業 3,000

三重県 特定非営利活動法人全人教育研究所 地域で知り合い・支えあうコミュニティ事業 3,832

三重県 社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会 「困った時はお互いさん」ネットワーク事業 1,771

滋賀県 特定非営利活動法人ゆうらいふ 住民自らで創る総合的生活支援事業 1,630

京都府 健生ネットワーク京都 高齢者の健康生きがいおこしやす事業 1,575

大阪府
特定非営利活動法人吹田市音楽療法推進会 おんがく・さーく
る・コスモス

歌とリズムの「健康いきいき教室」事業 800

兵庫県 特定非営利活動法人友之会 野菜の生産・販売を通じた生きがい支援事業 934

兵庫県 つくしんぼ 高齢者等のためのミニディサービス事業 2,255

兵庫県 特定非営利活動法人なごみ 高齢者や障がい者の孤立を防ぐ就労支援事業 3,455

兵庫県 公益財団法人神戸ＹＷＣＡ 『食』を通して地域をつなぐ拠点づくり事業 1,330

岡山県 みみっとの会 聴覚障がい乳幼児の子育て支援事業 1,355

宮崎県 特定非営利活動法人佐土原スポーツクラブ 高齢者や障がい者の居場所づくり対策事業 2,026

鹿児島県 特定非営利活動法人Ｊｏｙステーション お助けマン・プロジェクト事業 3,325

岐阜県 特定非営利活動法人Ｆｏｒｓｍｉｌｅ 緊急介護１１９番事業 3,927

静岡県 麻機自然体験コミュニティ「Ｂａｌａｎｃｅ」 Ａ型就労者と障がい者による雇用創造事業 4,505

大阪府 ＮＰＯ法人日本学び協会 ＩＣＴ活用と精神障害者地域移行支援事業 4,374

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（２次助成）　　≪地域連携活動支援事業≫

（5）病院や施設を退院・退所する高齢者や障害者の在宅・地域移行支援事業

（1）配食や買い物、移動支援、見守り、居場所づくり、心のケアなどにより、高齢者・障害者などの社会からの孤立を防止する事業
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１　高齢者や障害児・者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（２次助成）　　≪地域連携活動支援事業≫

東京都 特定非営利活動法人なぎさ虹の会 コミュニティカフェで認知症予防と見守り事業 3,187

東京都 特定非営利活動法人玉川まちづくりハウス 地域密着型認知症予防ネットワーク構築事業 1,798

東京都 特定非営利活動法人電子メディアと知識の箱デジコム 認知症家族との支援交流とネット生放送事業 2,775

福井県 福井市介護サービス事業者連絡会 徘徊見守りネットワーク作り事業 2,335

長野県 特定非営利活動法人新田の風 認知症初期支援チーム実証事業 3,384

大阪府 大阪府シルバーアドバイザー連絡協議会 認知症の者と家族の支援に関する事業 798

香川県 ＮＰＯ法人ミュージックサポートネットワークぱぴぷぺぽ 認知症高齢者と寄り添うコンサート事業 889

福岡県 医療法人博愛会 何歳になっても住み慣れた地域で健康に生活事業 2,697

（8）認知症（若年性認知症を含む）の者と家族の支援に関する事業
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２　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

宮城県 東日本大震災圏域創生ＮＰＯセンター 復興自立子ども子育て支援事業 2,574

東京都 特定非営利活動法人日本グッド・トイ委員会 発達相談も行う移動型おもちゃ美術館事業 1,199

神奈川県 特定非営利活動法人子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク 子どもの権利擁護センター事業 3,055

神奈川県 特定非営利活動法人さくらんぼ 外国籍親子への情報発信とつながり形成事業 1,472

福岡県 特定非営利活動法人ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮ 虐待防止の校区里親開拓と家庭養護推進事業 4,780

群馬県 ヤング・アシスト 自立援助ホーム等退所児童アフターケア事業 3,988

京都府 公益財団法人京都ＹＷＣＡ 社会的養護を必要とする女子児童支援事業 722

（12）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業

（13）児童虐待・ＤＶ等の防止、早期発見、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業

（14）病院・児童養護施設等を退院・退所した子どもへの支援に関する事業

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（２次助成）　　≪地域連携活動支援事業≫
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３　貧困・格差対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

千葉県 きらきら星ネット 避難者相談室・くらしの電話相談事業 3,507

東京都 特定非営利活動法人ホームレス資料センター 生活困窮者へのパーソナルサポート付ステップアップハウス事業 3,482

愛知県 特定非営利活動法人ささしまサポートセンター 生活困窮者一時生活支援ネットワーク事業 2,178

大阪府 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 中間的就労実施促進のための事業 1,177

大阪府 一般財団法人ヒューマンライツ教育財団 高校中退者等の再チャレンジ支援事業 4,402

大阪府 特定非営利活動法人働く者のメンタルヘルス相談室 商店街と連携し街中での総合生活相談実施　パート２事業 855

大阪府 特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構 地域生活移行エンパワーメント居場所事業 1,874

北海道 特定非営利活動法人中間就労支援協会なんもさミディアム リサイクル店舗を使用した中間的就労支援事業 4,750

北海道 特定非営利活動法人自立支援事業所ベトサダ 生活困窮者の就労・中間就労の包括連携事業 5,000

長崎県 特定非営利活動法人フリースペースふきのとう 親からひきこもる子に残すハンドブック事業 1,594

東京都 特定非営利活動法人東京児童文化協会 スマイル・キッズ・アカデミー事業 5,000

山梨県 特定非営利活動法人こるだ 要支援家庭の子どもの食力向上モデル事業 1,617

愛媛県 まつやま子育て支援ＮＰＯ協議会 生活困窮世帯「子ども学習支援と普及活動」事業 5,000

福岡県 ＮＰＯ法人いるかねっと 貧困連鎖解消のための下山門団地学習支援事業 2,763

鹿児島県 特定非営利活動法人心音 生活困難家庭支援・情報発信（ローマ字通信）事業 5,000

鹿児島県
特定非営利活動法人鹿児島県ファイナンシャル・プランナー協
会

離島の生活困窮者の生活支援と学習支援事業 5,000

（17）ひとり親家庭などの生活困窮世帯の養育の支援や子どもの学習支援に関する事業

（16）生活困窮に陥った若者のステージに応じた多様な就労支援、自立生活の支援に関する事業

（15）生活困窮者に寄り添いながら、自立に向けた包括的・継続的な支援を行う事業
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